各領域の進捗状況一覧

② 運動
体を動かす習慣を身につけましょう

行動
目標
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目標に対して取り組むこと
・親子で楽しく体を動かして外あそびをする機会
を増やす
・身近なところで楽しくあそべる場を提供する

表中の下線

：庁外機関・団体

平成28年度

具体的な取り組み（例）

＜正しい知識の普及＞
＜奈良市医師会＞
乳幼児をもつ親子を対象とした健康教育 ●４か月児健診、１０か月児健診、１歳７か月児健診、３歳６か月児健診
（乳幼児教室・地域派遣型健康講座等）
の実施
＜こども園推進課＞
●運動会、参観日等に一緒に体を動かしたり、ふれあいあそびを伝える。

・親子のスキンシップがとれるようなあそびを普
及・啓発する

令和元年度
（計画・方向性）

平成３０年度

＜奈良市医師会＞
●４か月児健診、１０か月児健診、１歳７か月児健診、３歳６か月児健診

＜奈良市医師会＞
●４か月児健診、１０か月児健診、１歳７か月児健診、３歳６か月児健診

＜奈良市医師会＞
●４か月児健診、１０か月児健診、１歳７か月児健診、３歳６か月児健診

＜こども園推進課＞
●運動会、参観日等に一緒に体を動かしたり、ふれあいあそびを伝える。

＜こども園推進課＞
●運動会、参観日等に一緒に体を動かしたり、ふれあいあそびを伝える。

＜保育総務課＞
●運動会、参観日等に一緒に体を動かしたり、ふれあいあそびを伝える。

＜子ども育成課＞
＜子ども育成課＞
＜子ども育成課＞
＜子ども育成課＞
●地域子育て支援拠点事業：子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以 ●地域子育て支援拠点事業：子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以 ●地域子育て支援拠点事業：子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以 ●地域子育て支援拠点事業：子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以
上）
上）
上）
上）
＜健康増進課＞
●子育てスポット等への出前講座（親子プチ講座）
●幼稚園・保育園歯科指導での生活リズム
●４か月児健診、１０か月児健診、１歳７か月児健診、３歳６か月児健診

＜健康増進課＞
●子育てスポット等への出前講座（親子プチ講座）
●幼稚園・保育園歯科指導での生活リズム
●４か月児健診、１０か月児健診、１歳７か月児健診、３歳６か月児健診

＜都祁保健センター＞
●こども園での口腔指導教室（3回）、むし歯予防教室「きらきらIN都祁」（2回）で、生活リ
ズムと身体を使った遊びの大切について知識の伝達を実施

＜都祁保健センター＞
＜都祁保健センター＞
●こども園での口腔指導教室時（3回）、（むし歯予防教室「きらきらIN都祁」（2回））で、生 ●こども園での口腔指導教室時（1回）、（育児教室「すこやかキッズ１．２．３」（６回））で、
活リズムと身体を使った遊びの大切について知識の伝達を実施
生活リズムと身体を使った遊びの大切さについて知識の伝達を実施

＜健康増進課＞
●子育てスポット等への出前講座（親子プチ講座）
●幼稚園・保育園歯科指導での生活リズム
●４か月児健診、１０か月児健診、１歳７か月児健診、３歳６か月児健診

＜母子保健課＞
●子育て支援センター等への出前講座（のびのび講座）
●幼稚園・保育園歯科指導での生活リズム
●４か月児健診、１０か月児健診、１歳７か月児健診、３歳６か月児健診

＜都祁保健センター＞
●育児教室「すこやかキッズ１．２．３」（５回））で、生活リズムと身体を使った遊びの大切
さについて知識の伝達を実施
＜環境整備＞
子育てサロン・園庭解放等、あそべる場
の確保

＜こども園推進課＞
●園庭開放、未就園児保育

＜こども園推進課＞
●園庭開放、未就園児保育

＜こども園推進課＞
●園庭開放、未就園児保育

＜保育総務課＞
●園庭開放、未就園児保育

＜子ども育成課＞
＜子ども育成課＞
＜子ども育成課＞
＜子ども育成課＞
●地域子育て支援拠点事業：子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以 ●地域子育て支援拠点事業：子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以 ●地域子育て支援拠点事業：子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以 ●地域子育て支援拠点事業：子育て及び子育て支援に関する講習等の実施（月１回以
上）
上）
上）
上）
＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●毎月1回開催の「おひざのうえで」等のサロンや、年に2回開催の「子育てひろば IN 南
部」等のイベントの他、子育て講座「にこにこ親子体操」など、14事業を実施した。

子
ど
も
は
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し
く
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し
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し
ょ
う

平成29年度

・外で体を動かしてあそぶ
・安全なあそび場をつくる
・子どもがスポーツに触れる機会をつくる

＜正しい知識の普及＞
＜奈良市医師会＞
保育園・幼稚園・学校での外あそびの推 ●学校医としての助言
奨
＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●奈良市主催のイベントに参加・協力し体力チェックを楽しく実施。リズム体操の指導

・学校で体育の授業以外に外あそびの時間確保
や体を動かす機会をつくる

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●毎月1回開催の「おひざのうえで」等のサロンや、「ママと赤ちゃん☆ホッとふれあいタイ
ム」などの親子のスキンシップ講座など、16事業を実施した。

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
＜地域教育課(生涯学習財団)＞
●毎月1回開催の「おひざのうえで」等のサロンや、「たのしい絵本の時間」などの親子のス ●今後も、子育てサロン等を開催し、身近なところで楽しくあそべる場を提供していく。また
キンシップがとれる講座など、15事業を実施した。
引き続き、親子のスキンシップがとれるようなあそびを普及・啓発していく。

＜奈良市医師会＞
●学校医としての助言

＜奈良市医師会＞
●学校医としての助言

＜奈良市医師会＞
●学校医としての助言

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●奈良市主催のイベントに参加・協力し体力チェックを楽しく実施。リズム体操の指導

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●奈良市主催のイベントに参加・協力し体力チェックを楽しく実施

＜奈良市運動習慣づくり推進員協議会＞
●奈良市主催のイベントに参加・協力し体力チェックを楽しく実施

＜こども園推進課＞
●保育の中で遊具の正しい使い方、ルール等を知らせながら遊ぶ。

＜こども園推進課＞
●保育の中で遊具の正しい使い方、ルール等を知らせながら遊ぶ。

＜こども園推進課＞
●保育の中で遊具の正しい使い方、ルール等を知らせながら遊ぶ。

＜保育総務課＞
●保育の中で遊具の正しい使い方、ルール等を知らせながら遊ぶ。

＜健康増進課＞
●20日ならウォークイベント「夏休み☆家族みんなでｽﾀﾝﾌﾟラリー～体を動かせリフレッ
シュ～」
●健康ナビ★出前講座：学校保健委員会

＜健康増進課＞
●20日ならウォークイベント「ウォーキングサマーフェスティバル～体を動かそう!!」
●健康ナビ★出前講座：学校保健委員会

＜健康増進課＞
●20日ならｳｫｰｸ、25日は学ぼう！にこにこ奈良ごはん合同ｲﾍﾞﾝﾄ（はぐくみ）
●健康ナビ★出前講座＜親子向け＞：学校保健委員会
教育委員会養護部会で投げかけ
●ﾌﾟﾛﾄﾚｰﾅｰによるｽﾄﾚｯﾁ講座で放課後子ども教室とのｺﾗﾎﾞ。

＜健康増進課＞
●20日ならｳｫｰｸ、25日は学ぼう！にこにこ奈良ごはん合同ｲﾍﾞﾝﾄ（はぐくみ）
●健康ナビ★出前講座＜親子向け＞：学校保健委員会
教育委員会養護部会で投げかけ

＜小中高＞
＜小中高＞
＜小中高＞
＜小中高＞
●学習指導要領に基づき、体育・保健体育等において、運動に関する授業を行なってい ●学習指導要領に基づき、体育・保健体育等において、運動に関する授業を行なってい ●学習指導要領に基づき、体育・保健体育等において、運動に関する授業を行なってい ●学習指導要領に基づき、体育・保健体育等において、運動に関する授業を行なってい
る。
る。
る。
る。

＜環境整備＞
放課後子ども教室・地域スポーツクラブ
等のスポーツを楽しめる場の確保

公園や学校等、あそべる場の確保

学校での運動系クラブの充実

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜スポーツ振興課＞
●スポーツ少年団団員を対象に体力の向上、社会性豊かな人間形成を目的に各種競
技大会、野外活動、体力づくり、スキー教室を実施

＜スポーツ振興課＞
●スポーツ少年団団員を対象に体力の向上、社会性豊かな人間形成を目的に各種競
技大会、野外活動、体力づくり、スキー教室を実施

＜スポーツ振興課＞
●スポーツ少年団団員を対象に体力の向上、社会性豊かな人間形成を目的に各種競
技大会、野外活動、体力づくり、スキー教室を実施

＜スポーツ振興課＞
●スポーツ少年団団員を対象に体力の向上、社会性豊かな人間形成を目的に各種競
技大会、野外活動、体力づくり、スキー教室を実施予定

＜地域教育課＞
●放課後子ども教室において、ダンス、テニス、ソフトボール、軽スポーツ、外遊びなど
様々な運動を行う機会を提供

＜地域教育課＞
●放課後子ども教室において、ダンス、テニス、ソフトボール、軽スポーツ、外遊びなど
様々な運動を行う機会を提供

＜地域教育課＞
●放課後子ども教室において、ダンス、テニス、ソフトボール、軽スポーツ、外遊びなど
様々な運動を行う機会を提供

＜地域教育課＞
●今後も、放課後子ども教室において、ダンス、テニス、ソフトボール、軽スポーツ、外遊
びなど様々な運動を行う機会の提供に努める。

＜スポーツ振興課＞
●学校開放事業の拡充

＜スポーツ振興課＞
●学校開放事業の拡充

＜スポーツ振興課＞
●学校開放事業の拡充

＜スポーツ振興課＞
●学校開放事業の拡充

＜公園緑地課＞
●都市公園・児童遊園・ちびっこ広場等の維持管理を行う。

＜公園緑地課＞
●都市公園・児童遊園・ちびっこ広場等の維持管理を行う。

＜公園緑地課＞
●都市公園・児童遊園・ちびっこ広場等の維持管理を行う。

＜公園緑地課＞
●都市公園・児童遊園・ちびっこ広場等の維持管理を行う。

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●親子を対象に、「親子で楽しい運動遊び♪」「スポーツトレーナーに学ぶ親子ストレッチ」 ●「わんぱく親子体操」「家族でホンキのあそび塾」「にこにこ親子体操」の3事業を実施し ●「家族でホンキのあそび塾」「にこにこ親子体操」の2事業を実施した。
「親子で楽しむ軽スポーツ」を開催した。
た。

＜地域教育課(生涯学習財団)＞
●今後も、子どもが親と一緒にスポーツに触れる機会をつくっていきたい。

＜奈良市医師会＞
●学校医としての助言

＜奈良市医師会＞
●学校医としての助言

＜奈良市医師会＞
●学校医としての助言

＜奈良市医師会＞
●学校医としての助言

＜学校教育課＞
●「部活動外部指導者派遣事業」及び「部活動外部顧問派遣事業」：中学校・高等学校
の部活動への外部指導者の派遣に加え、単独での指導・引率を可能とする外部顧問を
派遣する。

＜学校教育課＞
●「部活動外部指導者派遣事業」及び「部活動外部顧問派遣事業」：中学校・高等学校
の部活動への外部指導者の派遣に加え、単独での指導・引率を可能とする外部顧問を
派遣する。

＜学校教育課＞
＜学校教育課＞
●「部活動外部指導者派遣事業」及び「部活動外部顧問派遣事業」：中学校・高等学校 ●「部活動指導員派遣事業」：中学校・高等学校の部活動へ、単独での指導・引率を可
の部活動への外部指導者の派遣に加え、単独での指導・引率を可能とする外部顧問を 能とする部活動指導員を派遣する。
派遣した。

＜中学校＞
●学習指導要領に基づき、学校や地域の実態等を考慮しつつ生徒の興味・関心を踏ま
えて計画実施している。

＜中学校＞
●学習指導要領に基づき、学校や地域の実態等を考慮しつつ生徒の興味・関心を踏ま
えて計画実施している。

＜中学校＞
●学習指導要領に基づき、学校や地域の実態等を考慮しつつ生徒の興味・関心を踏ま
えて計画実施している。

資料1-運動1

＜中学校＞
●学習指導要領に基づき、学校や地域の実態等を考慮しつつ生徒の興味・関心を踏ま
えて計画実施している。

行動
目標
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目標に対して取り組むこと

平成28年度

具体的な取り組み（例）

・息がはずむ程度の有酸素運動を定期的にする ＜正しい知識の普及＞
健康教育（生活習慣病予防教室・運動
・柔軟性を高め、筋力を維持するような運動をす 教室・地域派遣型健康講座等）の実施
る
・年齢や体力にあった運動方法を普及する

平成29年度

令和元年度
（計画・方向性）

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●奈良市健康増進課主催のｲﾍﾞﾝﾄに参加し,体力ﾁｪｯｸ・歩幅測定・瞬発能力等を自覚
し,日々健康寿命に適した生活習慣を身につける。
●地域活動においてストレッチ・筋トレの重要性を伝える。

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●奈良市健康増進課主催のｲﾍﾞﾝﾄに参加し,体力ﾁｪｯｸ・歩幅測定・瞬発能力等を自覚
し,日々健康寿命に適した生活習慣を身につける。
●地域活動においてストレッチ・筋トレの重要性を伝える。

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●奈良市健康増進課主催のｲﾍﾞﾝﾄに参加し,体力ﾁｪｯｸ・歩幅測定・瞬発力を自覚し,
日々健康寿命に適した生活習慣を身につける。
●地域活動においてストレッチ・筋トレの重要性を伝える。
●日々生活に運動あり。習慣・継続の重要性を伝える。

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●奈良市健康増進課主催のｲﾍﾞﾝﾄに参加し,体力ﾁｪｯｸ・歩幅測定・瞬発力を自覚し,
日々健康寿命に適した生活習慣を身につける。
●地域活動においてストレッチ・筋トレの重要性を伝える。
●日々生活に運動あり。習慣・継続の重要性を伝える。

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、高齢期の運動についての出前講座を27地域で実施し、817人が
参加した。

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、介護予防講座を13地域で実施し、2,904人が参加した。
●地域住民に対して、介護予防教室を6地域で実施し、4,347人が参加した。
●地域住民に対して、高齢期の運動についての出前講座を18地域で実施し、495人が
参加した。

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、介護予防講座を6地域で実施し、1,045人が参加した。
●地域住民に対して、元気アップなら講座を13地域で実施し、2,560人が参加した。
●地域住民に対して、介護予防教室を6地域で実施し、5,795人が参加した。
●地域住民に対して、高齢期の運動についての出前講座を23地域で実施し、505人が
参加した。

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、介護予防講座を実施する。
●地域住民に対して、元気アップなら講座を実施する。
●地域住民に対して、介護予防教室を実施する。
●地域住民に対して、高齢期の運動ついての出前講座を実施する。

＜長寿福祉課・市社会福祉協議会＞
●福祉センターで、健康体操や健康づくりに関する教室を開催

＜長寿福祉課・市社会福祉協議会＞
●福祉センターで、健康体操や健康づくりに関する教室を開催

＜健康増進課＞
●運動習慣づくりスタート講座（はぐくみ5日のみ）
●25日は学ぼう！にこにこ奈良ごはん:年4回
●20日ならウォーク・25日に学ぼう！にこにこ奈良ごはん合同イベンﾄ（はぐくみ）
●健診結果説明会
●健康ナビ☆出前講座：「お口さわやか★お腹スッキリ」
●ﾌﾟﾛﾄﾚｰﾅｰによるｽﾄﾚｯﾁ講座
●公民館主催運動事業でのﾎﾟｲﾝﾄ付与
●運動教室:12回

＜健康増進課＞
●運動でアンチエイジング講座（はぐくみ年3回）
●25日は学ぼう！にこにこ奈良ごはん:年4回
●20日ならウォーク・25日に学ぼう！にこにこ奈良ごはん合同イベント（はぐくみ）
●健診結果説明会
●健康ナビ☆出前講座：「お口さわやか★お腹スッキリ」
●ﾌﾟﾛﾄﾚｰﾅｰによるｽﾄﾚｯﾁ講座
●公民館主催運動事業でのﾎﾟｲﾝﾄ付与
●運動教室:12回

・身近な場で運動をする機会を増やす
・運動ボランティアの活動を支援する

平成３０年度

＜健康増進課＞
●運動習慣づくりスタート講座（はぐくみ5･15日16回、西部3回、南部2回、鳥見1回）
●25日は学ぼう！にこにこ奈良ごはん（6回）
●20日ならウォークイベント「夏休み☆家族みんなでｽﾀﾝﾌﾟラリー～体を動かせリフレッ
シュ～」
●健康NARA講座（東・中・西、一般・特保）
●健康ナビ出前講座
●プロトレーナーによる出張型体操教室、公民館運動事業
●運動教室（11回）

＜健康増進課＞
●運動習慣づくりスタート講座（はぐくみ5･15日、西部3回、南部2回）
●25日は学ぼう！にこにこ奈良ごはん
●20日ならウォークイベント「ウォーキングサマーフェスティバル～体を動かそう!!」
●健康NARA講座（中・西、一般・特保）
●健康ナビ出前講座
●プロトレーナーによる出張型体操教室・公民館運動事業
●運動教室（11回）

＜都祁保健センター＞
●「運動づくりスタート講座IN都祁」実施
＜生涯学習課（生涯学習財団）＞
「からだ健やかセルフケア」
自分の身体を知り、自身でコントロールしていく大切さを学ぶことで、心と身体の健康をめざ
した。また、ストレッチケアを学ぶことで、女性に多い肩こりや腰痛、冷えなどの解消に努め
た。

●生活習慣病予防を目的とした健康講座（つながって元気！すっきりボディ講座）3回
●健診結果説明会（月ヶ瀬）1回

●生活習慣病予防を目的とした健康講座（つながって元気！すっきりボディ講座）3回都 ●生活習慣病予防を目的とした健康講座（つながって元気！すっきりボディ講座）3回都

＜生涯学習課（生涯学習財団）＞
●「からだ健やかセルフケア」「病気にならないための食事と運動」の2事業を実施し、運
動の習慣づくりにつなげた。また、広報等で運動系の自主グループ数の増加や会員増加 ＜生涯学習課（生涯学習財団）＞
に努めた。
●広報等で運動系の自主グループ数の増加や会員増加に努めた。

●商工会婦人部への健康ナビ☆出前講座：「おいしく食べて太らない食べ方」

＜生涯学習課（生涯学習財団）＞
●今後も、健康教育を実施し、正しい知識の普及に努めていきたい。

ｳｫｰｷﾝｸﾞ事業（20日ならｳｫｰｸ・ｳｫｰｷﾝ ＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
ｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ交流会・ｳｫｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ立ち上 ●20日ならｳｵｰｸのｺｰｽ下見による安全の確保・当日は｢明るく・楽しく・元気に｣をﾓｯﾄｰと
げ支援等）の推進
し継続を第一とし推進する。
＜スポーツ振興課＞
●鴻ノ池クリーンウォーキング実施

＜健康増進課＞
●1日8,000歩以上で健康づくり、歩数イベン
●20日ならウォーク毎月20日に屋外ウォーキング（10回委託）。
●20日ならウォークイベント「夏休み☆家族みんなでｽﾀﾝﾌﾟラリー～体を動かせリフレッ
シュ～」
●ウォーキンググループ交流会（ウォーキンググループの登録・交流会・情報発信）
●ウォーキンググループ会員へのポイント付与

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●20日ならｳｵｰｸのｺｰｽ下見による安全の確保・当日は｢明るく・楽しく・元気に｣をﾓｯﾄｰと
し継続を第一とし推進する

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●20日ならｳｵｰｸのｺｰｽ下見による安全の確保・当日は｢明るく・楽しく・元気に｣をﾓｯﾄｰと
し継続を第一とし推進

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●20日ならｳｵｰｸのｺｰｽ下見による安全の確保・当日は｢明るく・楽しく・元気に｣をﾓｯﾄｰと
し継続を第一とし推進

＜スポーツ振興課＞
●鴻ノ池クリーンウォーキング実施

＜スポーツ振興課＞
●鴻ノ池クリーンウォーキング実施

＜スポーツ振興課＞
●鴻ノ池クリーンウォーキング実施予定

＜長寿福祉課＞
●まほろば健康ウォーク：屋外ウォーキングを10回、講座を２回
●ななまる歩き方講座を年４回

＜長寿福祉課＞
●まほろば健康ウォーク：屋外ウォーキングを10回、講座を２回
●ななまる歩き方講座を年４回

＜健康増進課＞
●1日8,000歩以上で健康づくり、歩数イベント、アプリ企画
●20日ならウォーク毎月20日に屋外ウォーキング（10回委託）
●20日ならｳｫｰｸ、25日は学ぼう！にこにこ奈良ごはん合同ｲﾍﾞﾝﾄ（はぐくみ）
●ウォーキンググループ交流会（ウォーキンググループの登録・交流会・情報発信）
●ウォーキンググループ会員へのポイント付与

＜健康増進課＞
●1日8,000歩以上で健康づくり、歩数ｲﾍﾞﾝﾄ、アプリ企画
●20日ならウォーク毎月20日に屋外ウォーキング（10回委託）
●20日ならｳｫｰｸ、25日は学ぼう！にこにこ奈良ごはん合同ｲﾍﾞﾝﾄ（はぐくみ）
●ウォーキンググループ交流会（ウォーキンググループの登録・交流会・情報発信）
●ウォーキンググループ会員へのポイント付与

＜健康増進課＞
●1日8,000歩以上で健康づくり、歩数イベント
●20日ならウォーク毎月20日に屋外ウォーキング（10回委託）
●20日ならウォークイベント「ウォーキングサマーフェスティバル～体を動かそう!!」
●ウォーキンググループ交流会（ウォーキンググループの登録・交流会・情報発信）
●ウォーキンググループ会員へのポイント付与

●身近な場所で屋外ウォーキング「つげまろウォーク」を年1回実施し、運動習慣づくりの
きっかけとする。

介護予防事業の実施

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●「正しいノルディックウォーキングを学ぼう」「とみなんウォーク」「登美南歴史散策（大坂 ●「続けられるウォーキングのススメ」「二名ウォーク」など、2事業を実施した。
冬の陣）」など、10事業を実施した。

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●「ノルディックウォーキング IN 南部」「二名ウォーク」など、2事業を実施した。

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●今後も、ウォーキング事業を推進し、身近な場所で運動する機会を増やしていきたい。

＜長寿福祉課＞
＜福祉政策課＞
●介護予防教室：生活機能低下が予測される高齢者を対象に、10回コースの8回に運 ●地域住民に対して、介護予防講座を13地域で実施し、2,904人が参加した。
動器の機能向上に関する講義と実技を健康運動指導士よりした。
●地域住民に対して、介護予防教室を6地域で実施し、4,347人が参加した。
●地域住民に対して、高齢期の運動についての出前講座を18地域で実施し、495人が
＜福祉政策課＞
参加した。
●地域住民に対して、高齢期の運動についての出前講座を27地域で実施し、817人が
参加した。

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、介護予防講座を6地域で実施し、1,045人が参加した。
●地域住民に対して、元気アップなら講座を13地域で実施し、2,560人が参加した。
●地域住民に対して、介護予防教室を6地域で実施し、5,795人が参加した。
●地域住民に対して、高齢期の運動についての出前講座を23地域で実施し、505人が
参加した。

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、介護予防講座を実施する。
●地域住民に対して、元気アップなら講座を実施する。
●地域住民に対して、介護予防教室を実施する。
●地域住民に対して、高齢期の運動ついての出前講座を実施する。

＜健康増進課＞
●健康ナビ★出前講座

＜健康増進課＞
●健康ナビ★出前講座＜企業編＞

事業所への健康講座の実施

●奈良東商工会婦人部への出前講座（健康ナビ★出前講座）の実施
ホームページや広報誌等での知識の普
及

＜奈良市医師会＞
●ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、食事や運動等に関する情報提供

＜奈良市医師会＞
●ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、食事や運動等に関する情報提供

＜奈良市医師会＞
●ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、食事や運動等に関する情報提供

＜奈良市医師会＞
●ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、食事や運動等に関する情報提供

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを適時見直し,公民館・集会所で市民の方々にＰＲしている

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを適時見直し,公民館・集会所で市民の方々にＰＲしている

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを適時見直し,公民館・集会所で市民の方々にＰＲしている

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを適時見直し,公民館・集会所で市民の方々にＰＲしている。

＜健康増進課＞
●個別支援事業「SmaNara健康6か月チャレンジ」：健康カレンダー
●ホームページ・通路啓発での情報発信
●はぐくみセンターでの階段啓発（3回）

＜健康増進課＞
●個別支援事業「SmaNara健康6か月チャレンジ」：健康カレンダー
●ホームページ・通路啓発での情報発信
●はぐくみセンターでの階段啓発（3回）

＜健康増進課＞
●個別支援事業「SmaNara健康6か月チャレンジ」：健康カレンダー
●ホームページ・通路啓発での情報発信
●はぐくみセンターでの階段啓発（3回）

＜健康増進課＞
●個別支援事業「SmaNara健康6か月チャレンジ」：健康カレンダー
●ホームページ・通路啓発での情報発信
●はぐくみセンターでの階段啓発

＜商工労政課＞
＜商工労政課＞
＜産業政策課＞
＜産業政策課＞
●ホームページ、しみんだよりで勤労者総合福祉センターでの社交ダンス、ヨガ教室等の ●ホームページ、しみんだよりで勤労者総合福祉センターでの社交ダンス、ヨガ教室等の ●ホームページ、しみんだよりで勤労者総合福祉センターでの社交ダンス、ヨガ教室等の ●ホームページ、しみんだよりで勤労者総合福祉センターでの社交ダンス、ヨガ教室等の
実施案内
実施案内
実施案内
実施案内

＜ボランティアや専門家等による支援＞ ＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
運動ボランティア（運動習慣づくり推進員 ●市健康増進課と隔年ごとに運推協ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会員養成講座を開催
等）やスポーツ推進委員等の育成と支援 ●会員相互は毎月適時軽ｽﾎﾟｰﾂやﾘｽﾞﾑ体操の研修を実施
●適宜外部講師や奈良女子大学のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修に参加
●2ヶ月に1回スキルアップ勉強会の実施
●歌体操作成プロジェクト立ち上げ

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●市健康増進課と隔年ごとに運推協ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会員養成講座を開催
●会員相互は毎月適時軽ｽﾎﾟｰﾂやﾘｽﾞﾑ体操の研修を実施
●適宜外部講師や奈良女子大学のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修に参加

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●市健康増進課と隔年ごとに運推協ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会員養成講座を開催
●会員相互は毎月適時軽ｽﾎﾟｰﾂや筋トレ・ストレッチ等研修を実施（年5回）
●適宜外部講師や奈良女子大学のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修に参加する｡

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●市健康増進課と隔年ごとに運推協ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会員養成講座を開催
●会員相互は毎月適時軽ｽﾎﾟｰﾂや筋トレ・ストレッチ等研修を実施（年6回）
●適宜外部講師や奈良女子大学のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修に参加する｡

＜スポーツ振興課＞
●スポーツ教室・スポーツ推進委員実技研修会：市民に多様なスポーツの機会を提供
するためにスポーツ教室を実施するとともに、スポーツ教室で実技指導にあたるスポーツ
推進委員の実技研修会を実施し、推進委員のスキルアップを図った。

＜スポーツ振興課＞
●スポーツ教室・スポーツ推進委員実技研修会：市民に多様なスポーツの機会を提供
するためにスポーツ教室を実施するとともに、スポーツ教室で実技指導にあたるスポーツ
推進委員が資質・能力の向上を図る目的で研修会を実施

＜スポーツ振興課＞
●スポーツ教室・スポーツ推進委員実技研修会：市民に多様なスポーツの機会を提供
するためにスポーツ教室を実施するとともに、スポーツ教室で実技指導にあたるスポーツ
推進委員の実技研修会を実施し、推進委員のスキルアップを図った。

＜スポーツ振興課＞
●スポーツ教室・スポーツ推進委員実技研修会：市民に多様なスポーツの機会を提供
するためにスポーツ教室を実施するとともに、スポーツ教室で実技指導にあたるスポーツ
推進委員が資質・能力の向上を図る目的で研修会を実施する。

＜健康増進課＞
●運動習慣づくり推進員育成及び支援

＜健康増進課＞
●運動習慣づくり推進員養成育成及び支援

＜健康増進課＞
●運動習慣づくり推進員の育成及び支援

＜健康増進課＞
●運動習慣づくり推進員の養成、育成及び支援

資料1-運動2

行動
目標

目標に対して取り組むこと

平成28年度

具体的な取り組み（例）
個別相談の実施

令和元年度
（計画・方向性）

平成３０年度

＜奈良市医師会＞
●診察時の指導

＜奈良市医師会＞
●診察時の指導

＜奈良市医師会＞
●診察時の指導

＜奈良市医師会＞
●診察時の指導

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●例会時・出前健康講座等で個別指導

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●例会時・出前健康講座等で個別指導

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●例会時・出前健康講座・地域活動において個別指導

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●例会時・出前健康講座・地域活動において個別指導

＜健康増進課＞
●個別支援事業「SmaNara健康6か月ﾁｬﾚﾝｼﾞ」
●運動習慣づくりスタート講座の終了後に個別相談に応じる。
●糖尿病相談窓口
●健康相談（電話・来所）

＜健康増進課＞
●個別支援事業「SmaNara健康6か月ﾁｬﾚﾝｼﾞ」
●運動習慣づくりスタート講座の終了後に個別相談に応じる。
●糖尿病相談窓口
●健康相談（電話・来所）

＜健康増進課＞
●個別支援事業「SmaNara健康6か月ﾁｬﾚﾝｼﾞ」
●運動習慣づくりスタート講座終了後に個別相談の実施
●糖尿病相談窓口設置
●健康相談（来所・電話）

＜健康増進課＞
●個別支援事業「SmaNara健康6か月ﾁｬﾚﾝｼﾞ」
●運動習慣づくりスタート講座終了後に個別相談の実施
●糖尿病相談窓口設置
●健康相談（来所・電話）

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●㏳ならｳｵｰｸ実行委員会で､幅広い年齢層を留意したｺｰｽの選定を毎年末実施｡実施
当月の下見でも現地を再確認し必要により修正を実施

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●㏳ならｳｵｰｸ実行委員会で､幅広い年齢層を留意したｺｰｽの選定を毎年末実施｡実施
当月の下見でも現地を再確認し必要により修正を実施

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●㏳ならｳｵｰｸ実行委員会で､幅広い年齢層を留意したｺｰｽの選定を毎年末実施｡実施
当月の下見でも現地を再確認し必要により修正を実施

＜健康増進課＞
●奈良市ﾎﾟｲﾝﾄ制度
●1日8,000歩以上で健康づくり、歩数イベント
●ウォーキングマップの配布
●ウォーキングマップ副読本（気ままにならウォーク）の配布
●ウォーキンググループの情報発信
●ウォーキンググルーフﾟ会員へのポイント付与

＜健康増進課＞
●奈良市ﾎﾟｲﾝﾄ制度
●1日8,000歩以上で健康づくり、歩数イベント
●ウォーキングマップの配布
●ウォーキングマップ副読本（ひとりでﾁｬﾚﾝｼﾞ10日ならｳｫｰｸ））の配布
●ウォーキンググループの情報発信
●ウォーキンググルーフﾟ会員へのポイント付与

＜健康増進課＞
●奈良市ﾎﾟｲﾝﾄ制度
●1日8,000歩以上で健康づくり、歩数イベント
●ウォーキングマップの配布
●ウォーキングマップ副読本（ひとりでﾁｬﾚﾝｼﾞ10日ならｳｫｰｸ））の配布
●ウォーキンググループの情報発信
●ウォーキンググルーフﾟ会員へのポイント付与

＜生涯学習課(生涯学習財団）＞
●依頼があれば、ウォーキングマップを配布した。
●ウォーキングの自主グループを、ホームページで紹介した。

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●ウォーキングの自主グループを、ホームページや窓口等で紹介した。

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●ウォーキングの自主グループを、ホームページや窓口等で紹介した。

＜地域教育課(生涯学習財団)＞
●今年度も同様に取り組む予定

＜奈良市医師会＞
●奈良市総合医療センターの運動施設の利用

＜奈良市医師会＞
●奈良市総合医療センターの運動施設の利用

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●市万青健康講座・市ボ連会議等で、運推をＰＲし各種集会場へ出前実施

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●市万青健康講座・市ボ連会議等で、運推をＰＲし各種集会場へ出前実施に加え市万
青や市自治連合会に健康寿命の大切さと運推協のＰＲに出向く。

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●出前講座・介護予防講座・市ボ連会議等で、運推をＰＲし、公民館・集会所にて出前
実施

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●出前講座・介護予防講座・市ボ連会議等で、運推をＰＲし、公民館・集会所にて出前
実施

＜スポーツ振興課＞
●学校開放事業の拡充
●社会体育施設、コミュニティスポーツ施設の管理

＜スポーツ振興課＞
●学校開放事業の拡充
●社会体育施設、コミュニティスポーツ施設の管理

＜スポーツ振興課＞
●学校開放事業の拡充
●社会体育施設、コミュニティスポーツ施設の管理

＜スポーツ振興課＞
●学校開放事業の拡充
●社会体育施設、コミュニティスポーツ施設の管理

＜健康増進課＞

＜健康増進課＞

＜健康増進課＞

＜健康増進課＞

●健康チェックコーナーの設置
●健康増進室の運動団体への貸出
●公民館・高齢者サロン等での運動講座の実施（奈良市ポイント付与）
●はぐくみセンターでの階段啓発（3回）

●健康チェックコーナーの設置
●健康増進室の運動団体への貸出
●公民館・高齢者サロン等での運動講座の実施（奈良市ポイント付与）
●はぐくみセンターでの階段啓発（3回）

●健康チェックコーナーの設置
●健康増進室の運動団体への貸出
●公民館・高齢者サロン等での運動講座の実施（奈良市ポイント付与）
●はぐくみセンターでの階段啓発（3回）

●健康チェックコーナーの設置
●健康増進室の運動団体への貸出
●公民館・高齢者サロン等での運動講座の実施（奈良市ポイント付与）
●はぐくみセンターでの階段啓発

＜商工労政課＞
●引き続き、勤労者総合福祉センターにおいて、社交ダンス、ヨガ教室等を開催

＜商工労政課＞
●引き続き、勤労者総合福祉センターにおいて、社交ダンス、ヨガ教室等を開催

＜産業政策課＞
●引き続き、勤労者総合福祉センターにおいて、社交ダンス、ヨガ教室等を開催

＜産業政策課＞
●引き続き、勤労者総合福祉センターにおいて、社交ダンス、ヨガ教室等を開催

＜環境整備＞
＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
ｳｫｰｷﾝｸﾞしやすい環境づくり（ｳｫｰｷﾝｸﾞ
●㏳ならｳｵｰｸ実行委員会で､幅広い年齢層を留意したｺｰｽの選定を毎年末実施｡実施
マップの配布・ｳｫｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟの情報発 当月の下見でも現地を再確認し必要により修正を実施
信等）
＜健康増進課＞
●奈良市ﾎﾟｲﾝﾄ制度
●1日8,000歩以上で健康づくり、歩数イベント
●ウォーキングマップの配布
●ウォーキングマップ副読本（気ままにならウォーク）の配布
●ウォーキンググループの情報発信
●ウォーキンググルーフﾟ会員へのポイント付与

運動できる場（運動施設・公民館・学校
開放・高齢者サロン等）の確保

平成29年度

＜公園緑地課＞
＜公園緑地課＞
＜公園緑地課＞
＜公園緑地課＞
●ウォーキングマップに掲載されている公園を中心に、健康遊具を設置する。（健康遊具 ●ウォーキングマップに掲載されている公園を中心に、健康遊具を設置する。（健康遊具 ●ウォーキングマップに掲載されている公園を中心に、健康遊具を設置する。（健康遊具 ●ウォーキングマップに掲載されている公園を中心に、健康遊具を設置する。（健康遊具
設置公園数 １６公園）
設置公園数 １６公園）
設置公園数 １７公園）
設置公園数 ２８公園（目標値））

日
頃
の
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活
の
中
で
体
を
動
か
し
ま
し
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う

・日頃から意識的に体を動かすように心掛ける
・身近な場で運動をする機会を増やす

＜正しい知識の普及＞
健康教育（生活習慣病予防教室・運動
教室・地域派遣型健康講座等）の実施

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●「おとこの体力アップトレーニング」「初めてのヨガ～カタい人ほど気持ちいい～」「健康づ ＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
くり教室」など14事業を開催し、運動できる場として公民館を活用した。なお、事業終了後 ●「南国タヒチアンダンス入門」「はじめてのピラティス」など6事業を実施した。公民館の
の自主グループ化をめざし、継続して運動できる場が確保できるように努めた。
自主グループを講師に迎えたり、自主グループ化を促したりするなど、運動習慣づくりにつ
なげた。

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●「健脚あつまれ！秋の国見山」「ソフトエアロビクスでリフレッシュ！」など11事業を実施
した。公民館の自主グループを講師に迎えたり、自主グループ化を促したりするなど、運
動習慣づくりにつなげた。

＜地域教育課(生涯学習財団)＞
●引き続き、身近に運動できる場として公民館を積極的に活用していだだけるよう、事業
を展開していく。

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良市医師会＞
●市民健康講座・健康づくり教室の開催

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●運動教室延べ回数６００回 市民参加者10,400人

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●運動教室延べ回数６７０回 市民参加者11,000人

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●運動教室延べ回数590回 市民参加者１１,5０0人

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●運動教室延べ回数650回 市民参加者１2,500人（回数・人数推定）

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、高齢期の運動についての出前講座を27地域で実施し、817人が
参加した。

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、介護予防講座を13地域で実施し、2,904人が参加した。
●地域住民に対して、介護予防教室を6地域で実施し、4,347人が参加した。
●地域住民に対して、高齢期の運動についての出前講座を18地域で実施し、495人が
参加した。

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、介護予防講座を6地域で実施し、1,045人が参加した。
●地域住民に対して、元気アップなら講座を13地域で実施し、2,560人が参加した。
●地域住民に対して、介護予防教室を6地域で実施し、5,795人が参加した。
●地域住民に対して、高齢期の運動についての出前講座を23地域で実施し、505人が
参加した。

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、介護予防講座を実施する。
●地域住民に対して、元気アップなら講座を実施する。
●地域住民に対して、介護予防教室を実施する。
●地域住民に対して、高齢期の運動ついての出前講座を実施する。

＜健康増進課＞
●運動習慣づくりスタート講座（はぐくみ5･15日16回、西部3回、南部2回、鳥見1回）
●25日は学ぼう！にこにこ奈良ごはん（6回）
●20日ならウォークイベント「夏休み☆家族みんなでｽﾀﾝﾌﾟラリー～体を動かせリフレッ
シュ～」
●健康NARA講座（東・中・西、一般・特保）
●健康ナビ出前講座
●プロトレーナーによる出張型体操教室、公民館運動事業
●運動教室（11回）

＜長寿福祉課・市社会福祉協議会＞
●福祉センターで、健康体操や健康づくりに関する教室を開催
＜健康増進課＞
●運動習慣づくりスタート講座（はぐくみ5･15日、西部3回、南部2回）
●25日は学ぼう！にこにこ奈良ごはん
●20日ならウォークイベント「ウォーキングサマーフェスティバル～体を動かそう!!」
●健康NARA講座（中・西、一般・特保）
●健康ナビ出前講座
●プロトレーナーによる出張型体操教室・公民館運動事業
●運動教室（11回）

＜都祁保健センター＞
●「運動づくりスタート講座IN都祁」実施
＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●生活習慣病予防を目的とした健康講座（つながって元気！すっきりボディ講座）3回
●「シニアＧＥＮＫＩ講座」では、高齢者が健康についての知識を身に付けた。
●健診結果説明会（月ヶ瀬）1回
●「男の学び！快適なセカンドライフへのヒント」では、セルフケアでからだを健やかに保つ
ことについて学んだ。

ｳｫｰｷﾝｸﾞ事業（20日ならｳｫｰｸ・ｳｫｰｷﾝ ＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
ｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ交流会・ｳｫｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ立ち上 ●20日ならｳｵｰｸ開催 １０回 市民参加
げ支援等）の推進

2,680人

＜健康増進課＞
●1日8,000歩以上で健康づくり、歩数イベント
●20日ならウォーク毎月20日に屋外ウォーキング（10回委託）
●20日ならウォークイベント「夏休み☆家族みんなでｽﾀﾝﾌﾟラリー～体を動かせリフレッ
シュ～」
●ウォーキンググループ交流会（ウォーキンググループの登録・交流会・情報発信）
●ウォーキンググループ会員へのポイント付与

＜健康増進課＞
●運動習慣づくりスタート講座（はぐくみ5日のみ）
●25日は学ぼう！にこにこ奈良ごはん:年4回
●20日ならウォーク・25日に学ぼう！にこにこ奈良ごはん合同イベンﾄ（はぐくみ）
●健診結果説明会
●健康ナビ☆出前講座：「お口さわやか★お腹スッキリ」
●ﾌﾟﾛﾄﾚｰﾅｰによるｽﾄﾚｯﾁ講座
●公民館主催運動事業でのﾎﾟｲﾝﾄ付与
●運動教室:12回
●生活習慣病予防を目的とした健康講座（つながって元気！すっきりボディ講座）3回

＜長寿福祉課・市社会福祉協議会＞
●福祉センターで、健康体操や健康づくりに関する教室を開催
＜健康増進課＞
●運動でアンチエイジング講座（はぐくみ年3回）
●25日は学ぼう！にこにこ奈良ごはん:年4回
●20日ならウォーク・25日に学ぼう！にこにこ奈良ごはん合同イベント（はぐくみ）
●健診結果説明会
●健康ナビ☆出前講座：「お口さわやか★お腹スッキリ」
●ﾌﾟﾛﾄﾚｰﾅｰによるｽﾄﾚｯﾁ講座
●公民館主催運動事業でのﾎﾟｲﾝﾄ付与
●運動教室:12回

●生活習慣病予防を目的とした健康講座（つながって元気！すっきりボディ講座）3回
●商工会婦人部への健康ナビ☆出前講座：「おいしく食べて太らない食べ方」

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●「健康づくり教室」を月1回開催し、日常の中で健康を意識する機会とした。

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●「健康づくり教室」を月1回開催し、日常の中で健康を意識する機会とした。

＜地域教育課(生涯学習財団)＞
●健康教育を実施し、正しい知識の普及に努めていきたい。

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●20日ならｳｵｰｸ開催 １１回
市民参加

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●20日ならｳｵｰｸ開催 8回
市民参加

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●20日ならｳｵｰｸ開催 10回
市民参加

3,300人

＜健康増進課＞
●1日8,000歩以上で健康づくり、歩数イベント
●20日ならウォーク毎月20日に屋外ウォーキング（10回委託）
●20日ならウォークイベント「ウォーキングサマーフェスティバル～体を動かそう!!」
●ウォーキンググループ交流会（ウォーキンググループの登録・交流会・情報発信）
●ウォーキンググループ会員へのポイント付与

1,650人

2,200人（回数・人数推定）

＜長寿福祉課＞
●まほろば健康ウォーク：屋外ウォーキングを10回、講座を２回
●ななまる歩き方講座を年４回

＜長寿福祉課＞
●まほろば健康ウォーク：屋外ウォーキングを10回、講座を２回
●ななまる歩き方講座を年４回

＜健康増進課＞
●1日8,000歩以上で健康づくり、歩数イベント、アプリ企画
●20日ならウォーク毎月20日に屋外ウォーキング（10回委託）
●20日ならｳｫｰｸ、25日は学ぼう！にこにこ奈良ごはん合同ｲﾍﾞﾝﾄ（はぐくみ）
●ウォーキンググループ交流会（ウォーキンググループの登録・交流会・情報発信）
●ウォーキンググループ会員へのポイント付与

＜健康増進課＞
●1日8,000歩以上で健康づくり、歩数イベント、アプリ企画
●20日ならウォーク毎月20日に屋外ウォーキング（10回委託）
●20日ならｳｫｰｸ、25日は学ぼう！にこにこ奈良ごはん合同ｲﾍﾞﾝﾄ（はぐくみ）
●ウォーキンググループ交流会（ウォーキンググループの登録・交流会・情報発信）
●ウォーキンググループ会員へのポイント付与

●身近な場所で屋外ウォーキング「つげまろウォーク」を年1回実施し、運動習慣づくりの
きっかけとする。
＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●「登美南歴史ウォーク」
観光ボランティアガイドと共に市内の史跡を巡る楽しさを実感した。これをきっかけに、日
常的な健康ウォークの実践につなげた。

＜長寿福祉課＞
●介護予防教室：生活機能低下が予測される高齢者を対象に、10回コースの8回に運
動器の機能向上に関する講義と実技を健康運動指導士よりした。
介護予防事業の実施

事業所への健康講座の実施

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、高齢期の運動についての出前講座を27地域で実施し、817人が
参加した。

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●「田原やま里散策ウォーク」「大仏鉄道を歩く」など、17事業を実施した。日常的な健康 ●「柳生を見る・知る・歩く」都祁散策（りくごうの道）」など、19事業を実施した。日常的な
ウォークの実践につなげた。
健康ウォークの実践につなげた。

＜地域教育課(生涯学習財団)＞
●今後も、ウォーキング事業を推進し、身近な場所で運動する機会を増やしていきたい。

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、介護予防講座を13地域で実施し、2,904人が参加した。
●地域住民に対して、介護予防教室を6地域で実施し、4,347人が参加した。
●地域住民に対して、高齢期の運動についての出前講座を18地域で実施し、495人が
参加した

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、介護予防講座を6地域で実施し、1,045人が参加した。
●地域住民に対して、元気アップなら講座を13地域で実施し、2,560人が参加した。
●地域住民に対して、介護予防教室を6地域で実施し、5,795人が参加した。
●地域住民に対して、高齢期の運動についての出前講座を23地域で実施し、505人が
参加した。

＜福祉政策課＞
●地域住民に対して、介護予防講座を実施する。
●地域住民に対して、元気アップなら講座を実施する。
●地域住民に対して、介護予防教室を実施する。
●地域住民に対して、高齢期の運動ついての出前講座を実施する。

＜健康増進課＞
●健康ナビ★出前講座

＜健康増進課＞
●健康ナビ★出前講座＜企業編＞

資料1-運動3

行動
目標

目標に対して取り組むこと

平成28年度

具体的な取り組み（例）
ホームページや広報誌等での知識の普
及

平成29年度

令和元年度
（計画・方向性）

平成３０年度

＜奈良市医師会＞
●ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、食事や運動等に関する情報提供

＜奈良市医師会＞
●ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、食事や運動等に関する情報提供

＜奈良市医師会＞
●ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、食事や運動等に関する情報提供

＜奈良市医師会＞
●ホームページにて「健康づくり豆知識」をアップし、食事や運動等に関する情報提供

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●はつらつ体操を市と運推協で検討し、パンフレットを作成して都度配布
●健康等についてのリーフレット作成プロジェクト立ち上げ

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●はつらつ体操を市と運推協で検討し、パンフレットを作成して都度配布
●健康等についてのリーフレット作成して都度配布

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●はつらつ体操を市と運推協で検討し、パンフレットを作成して都度配布
●ウォーキングに関するリーフレット作成して都度配布

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●はつらつ体操を市と運推協で検討し、パンフレットを作成して都度配布
●ウォーキングに関するリーフレット作成して都度配布

＜健康増進課＞
●個別支援事業「SmaNara健康6ヶ月チャレンジ」：健康カレンダー
●ホームページ・通路啓発での情報発信
●はぐくみセンターでの階段啓発（3回）

＜健康増進課＞
●個別支援事業「SmaNara健康6ヶ月チャレンジ」：健康カレンダー
●ホームページ・通路啓発での情報発信
●はぐくみセンターでの階段啓発（3回）

＜健康増進課＞
●個別支援事業「SmaNara健康6ヶ月チャレンジ」：健康カレンダー
●ホームページでの情報発信
●はぐくみセンターでの階段啓発（3回）

＜健康増進課＞
●ホームページでの情報発信
●個別支援事業「SmaNara健康6ヶ月チャレンジ」：健康カレンダー
●はぐくみセンターでの階段啓発

＜商工労政課＞
＜商工労政課＞
＜産業政策課＞
＜産業政策課＞
●ホームページ、しみんだよりで勤労者総合福祉センターでの社交ダンス、ヨガ教室等の ●ホームページ、しみんだよりで勤労者総合福祉センターでの社交ダンス、ヨガ教室等の ●ホームページ、しみんだよりで勤労者総合福祉センターでの社交ダンス、ヨガ教室等の ●ホームページ、しみんだよりで勤労者総合福祉センターでの社交ダンス、ヨガ教室等の
実施案内を行う。
実施案内を行う。
実施案内を行う。
実施案内を行う。

＜ボランティアや専門家等による支援＞ ＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
運動ボランティア（運動習慣づくり推進員 ●外部講師による運推会員への研修
等）やスポーツ推進委員等の育成と支援 ●会員相互の研修会を都度実施

個別相談の実施

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●外部講師による運推会員への研修
●会員相互の研修会を都度実施
●運推協会員拡大への第９回ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●外部講師による運推会員への研修
●会員相互の研修会を都度実施

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●外部講師による運推会員への研修
●会員相互の研修会を都度実施
●運推協会員拡大への第１0回ボランティア養成講座

＜スポーツ振興課＞
●スポーツ教室・スポーツ推進委員実技研修会：市民に多様なスポーツの機会を提供
するためにスポーツ教室を実施するとともに、スポーツ教室で実技指導にあたるスポーツ
推進委員の実技研修会を実施し、推進委員のスキルアップを図った。

＜スポーツ振興課＞
●スポーツ教室・スポーツ推進委員実技研修会：市民に多様なスポーツの機会を提供
するためにスポーツ教室を実施するとともに、スポーツ教室で実技指導にあたるスポーツ
推進委員が資質・能力の向上を図る目的で研修会を実施

＜スポーツ振興課＞
●スポーツ教室・スポーツ推進委員実技研修会：市民に多様なスポーツの機会を提供
するためにスポーツ教室を実施するとともに、スポーツ教室で実技指導にあたるスポーツ
推進委員の実技研修会を実施し、推進委員のスキルアップを図った。

＜スポーツ振興課＞
●スポーツ教室・スポーツ推進委員実技研修会：市民に多様なスポーツの機会を提供
するためにスポーツ教室を実施するとともに、スポーツ教室で実技指導にあたるスポーツ
推進委員が資質・能力の向上を図る目的で研修会を実施する。

＜健康増進課＞
●運動習慣づくり推進員育成及び支援

＜健康増進課＞
●運動習慣づくり推進員養成、育成及び支援

＜健康増進課＞
●運動習慣づくり推進員の育成及び支援

＜健康増進課＞
●運推養成講座の実施
●運動習慣づくり推進員の養成、育成及び支援

＜奈良市医師会＞
●診察時の指導

＜奈良市医師会＞
●診察時の指導

＜奈良市医師会＞
●診察時の指導

＜奈良市医師会＞
●診察時の指導

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●出前教室で都度個別対応と質問への親切な対応

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●出前教室で都度個別対応と質問への親切な対応

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●出前教室で都度個別対応と質問への親切な対応

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●出前教室で都度個別対応と質問への親切な対応

＜健康増進課＞
●個別支援事業「SmaNara健康6か月チャレンジ」
●運動習慣づくりスタート講座の終了後に個別相談に応じる。
●糖尿病相談窓口
●健康相談（電話・来所）

＜健康増進課＞
●個別支援事業「SmaNara健康6か月チャレンジ」
●運動習慣づくりスタート講座の終了後に個別相談に応じる。
●糖尿病相談窓口
●健康相談（電話・来所）

＜健康増進課＞
●個別支援事業「SmaNara健康6か月チャレンジ」
●運動習慣づくりスタート講座終了後に個別相談の実施
●糖尿病相談窓口設置
●健康相談（来所・電話）

＜健康増進課＞
●個別支援事業「SmaNara健康6か月チャレンジ」
●運動習慣づくりスタート講座終了後に個別相談の実施
●糖尿病相談窓口設置
●健康相談（来所・電話）

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●年間計画と翌月の予定表を配布。しみんだよりでの周知

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●年間計画と翌月の予定表を配布。しみんだよりでの周知

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●年間計画と翌月の予定表を配布。しみんだよりでの周知

＜健康増進課＞
●奈良市ﾎﾟｲﾝﾄ制度
●1日8,000歩以上で健康づくり、歩数イベント
●ウォーキングマップの配布
●ウォーキングマップ副読本（気ままにならウォーク）の配布
●ウォーキンググループの情報発信
●ウォーキンググルーフﾟ会員へのポイント付与

＜健康増進課＞
●奈良市ﾎﾟｲﾝﾄ制度
●1日8,000歩以上で健康づくり：歩数イベント
●ウォーキングマップの配布
●ウォーキングマップ副読本（ひとりでﾁｬﾚﾝｼﾞ10日ならｳｫｰｸ））の配布
●ウォーキンググループの情報発信
●ウォーキンググルーフﾟ会員へのポイント付与

＜健康増進課＞
●奈良市ﾎﾟｲﾝﾄ制度
●1日8,000歩以上で健康づくり、歩数イベント
●ウォーキングマップの配布
●ウォーキングマップ副読本（ひとりでﾁｬﾚﾝｼﾞ10日ならｳｫｰｸ））の配布
●ウォーキンググループの情報発信
●ウォーキンググルーフﾟ会員へのポイント付与

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●依頼があれば、ウォーキングマップを配布した。
●ウォーキングの自主グループを、ホームページで紹介した。

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●依頼があれば、ウォーキングマップを配布した
●ウォーキングの自主グループを、ホームページで紹介した。

＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●ウォーキングの自主グループを、ホームページや窓口等で紹介した。

＜地域教育課(生涯学習財団)＞
●今年度も同様に取り組む予定

＜奈良市医師会＞
●奈良市総合医療センターの運動施設の利用

＜奈良市医師会＞
●奈良市総合医療センターの運動施設の利用

＜奈良市医師会＞
●奈良市総合医療センターの運動施設の利用

＜奈良市医師会＞
●奈良市総合医療センターの運動施設の利用

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●健康講座出前教室の拡大と集会所の確保

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●健康講座出前教室の拡大と集会所の確保

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●健康講座出前教室の拡大と集会所の確保

＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
●健康講座出前教室の拡大と集会所の確保

＜スポーツ振興課＞
●学校開放事業の拡充
●社会体育施設、コミュニティスポーツ施設の管理

＜スポーツ振興課＞
●学校開放事業の拡充
●社会体育施設、コミュニティスポーツ施設の管理

＜スポーツ振興課＞
●学校開放事業の拡充
●社会体育施設、コミュニティスポーツ施設の管理

＜スポーツ振興課＞
●学校開放事業の拡充
●社会体育施設、コミュニティスポーツ施設の管理

＜健康増進課＞

＜健康増進課＞

＜健康増進課＞

＜健康増進課＞

●健康チェックコーナーの設置
●健康増進室の運動団体への貸出
●公民館・高齢者サロン等での運動講座の実施（奈良市ポイント付与）
●はぐくみセンターでの階段啓発（3回）
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＜商工労政課＞
●勤労者総合福祉センターにおいて、社交ダンス、ヨガ教室等を開催

＜商工労政課＞
●勤労者総合福祉センターにおいて、社交ダンス、ヨガ教室等を開催

＜産業政策課＞
●勤労者総合福祉センターにおいて、社交ダンス、ヨガ教室等を開催

＜産業政策課＞
●勤労者総合福祉センターにおいて、社交ダンス、ヨガ教室等を開催

＜環境整備＞
＜奈良市運動習慣づくり推進員＞
ｳｫｰｷﾝｸﾞしやすい環境づくり（ｳｫｰｷﾝｸﾞ
●年間計画と翌月の予定表を配布。しみんだよりでの周知
マップの配布・ｳｫｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟの情報発
信等）
＜健康増進課＞
●奈良市ﾎﾟｲﾝﾄ制度
●1日8,000歩以上で健康づくり、歩数イベント
●ウォーキングマップの配布
●ウォーキングマップ副読本（気ままにならウォーク）の配布
●ウォーキンググループの情報発信
●ウォーキンググルーフﾟ会員へのポイント付与

運動できる場（運動施設・公民館・学校
開放・高齢者サロン等）の確保

＜公園緑地課＞
＜公園緑地課＞
＜公園緑地課＞
●ウォーキングマップに掲載されている公園を中心に、健康遊具を設置する。（健康遊具 ●ウォーキングマップに掲載されている公園を中心に、健康遊具を設置する。（健康遊具 ●ウォーキングマップに掲載されている公園を中心に、健康遊具を設置する。（健康遊具 ＜公園緑地課＞
設置公園数 １６公園）
設置公園数 １６公園）
設置公園数 １７公園）
●ウォーキングマップに掲載されている公園を中心に、健康遊具を設置する。（健康遊具
設置公園数 ２８公園（目標値））
＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
＜生涯学習課(生涯学習財団)＞
●「軽運動で快適生活」「シニアからのストレッチ」など14事業を開催し、運動できる場とし ●「美姿勢キープで健康力アップ！」「スポーツ吹矢に挑戦！」など15事業を開催し、運 ●「正しいラジオ体操で健康づくり」「椅子ヨガでリラックスタイム」など8事業を開催し、運 ＜地域教育課(生涯学習財団)＞
て公民館を活用した。なお、事業終了後の自主グループ化をめざし、継続して運動できる 動できる場として公民館を活用した。なお、事業終了後の自主グループ化をめざし、継続 動できる場として公民館を活用した。なお、事業終了後の自主グループ化をめざし、継続 ●身近に運動できる場として公民館を積極的に活用していだだけるよう、事業を展開して
場が確保できるように努めた。
して運動できる場が確保できるように努めた。
して運動できる場が確保できるように努めた。
いく。
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